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会津に元気が戻っています。
地元の人たちの一丸となった力の輪と、会津を、福島を応援してくださる全
国各地の大きな支援の輪がひとつになり進んでいます。
会津あかべぇ通信では15日と月末の毎月2回、会津の元気な話題をお届けして
まいりますので、どうぞお見逃しなく！
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１）知っ得！話題
●見る！食べる！体験する！「きたかた喜楽里博」開催
●がんばろう！東北 東北ローカル線 ご乗車・ご支援・感謝キャンペーン「第 1 弾」
２）イベント情報
●フォルクスワーゲンの名車が西会津町に大集合！
●夏から秋も列車と駅でイベント満載！
３）会津鉄道からおすすめ情報
●スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線［会津若松市編］
ベーグルカフェ cafe Ca'on BlueBird（カフェ カオン・ブルーバード）
４）会津のいい湯★セレクション●桜峠温泉［北塩原村］
５）大内宿からラブレター●分家扇屋
６）会津の郷土料理●えご
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

１）知っ得！話題●
見る！食べる！体験する！「きたかた喜楽里博」開催
喜多方市の街なかや自然いっぱいの田園を会
場に、様々なイベントや体験ツアーを楽しめる
おもてなしの 64 日間がスタートします！地域
の文化や穴場スポット、お得な情報などを地元
の人たちが紹介する手作りの博覧会。
9 月 17 日のオープニングイベントでは、会場
となる道の駅『喜多の郷』で、おいしさ集まる
「喜多方グルメフェア」も開催されます。多彩
なイベントメニューで、すてきな思い出づくり
をしてみませんか。
◎開催期間／9 月 17 日（土）〜11 月 19 日（土）
お問い合わせ先／喜多方観光協会 TEL0241‑24‑5200
[情報はこちら！] http://kirari.kitakata‑kanko.jp/
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

●がんばろう！東北

東北ローカル線

ご乗車・ご支援・感謝キャンペーン

キャンペーン実施期間／平成 23 年 4 月 29 日（祝）〜8 月末（予定）
会津鉄道では、このキャンペーンに参加しております。
下記の企画乗車券を購入されたお客さまに≪乗車記念証≫をお渡しします。
・浅草往復列車たびきっぷ
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88

・スリーワンきっぷ
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=517

・会津鉄道＆猿游号で行く大内宿共通
割引きっぷ
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95

※上記企画乗車券を購入されたお客さ
まに、ただ今実施中の（乗っ得ポイント
キャンペーン）のポイントを 3 倍サービスいたします。
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242‑28‑5886
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=240
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

２）イベント情報●
フォルクスワーゲンの名車が西会津町に大集合！
【これからイベントのイチオシ情報！】
『西会津フォルクスワーゲン大集合』
開催日／平成 23 年 9 月 25 日（日）10 時〜15 時
会場／西会津温泉健康保養センター「ロータスイン」駐車場
フォルクスワーゲンの名車が大集合！
今回は、
［ワーゲンゼロヨン（40m）デモラン］も特別開催されます。そのほか、
一般参加者も楽しめるフリーマーケットや地元グルメ、トライアルバイクショー、
ミニコンサートなどイベント盛りだくさん。
ご家族や友人と初秋の西会津町へ遊びにでかけましょう。

お問い合わせ先／西会津町振興公社 TEL0241‑45‑2025
[情報はこちら！] http://www.lotosinn.com/event/event.html
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
●夏から秋も列車と駅でイベント満載！
【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】
『猿楽台地そば畑と観音沼サイクリング』
開催日／平成 23 年 9 月 3 日（土）
集合受付／会津鉄道 養鱒公園駅
受付時間／9:40〜10:05
参加費／500 円（保険料など）
電動アシスト自転車レンタル料
1,500 円（列車利用で 500 円割引）
募集定員／
電動アシスト自転車 10 名
My 自転車 10 名

※定員になり次第締め切らせていただきます。
そばの花が満開！一面真っ白のそば畑の地平線と、神秘的な観音沼森林公園を
巡る大自然満喫コースです！
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242‑28‑5886
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=394
『一ノ堰盆踊りまつり〜震災復興花火大会〜』
開催日／
平成 23 年 8 月 23 日（水）
・24 日（木）
23 日（水）
子供みこし 13：00〜
紅にしきミニコンサート 17：30〜
震災復興花火大会 19:30 頃〜
盆踊り 19：00〜21：00
24 日（木）
氷の彫刻 14：00〜
盆踊り（仮装盆踊り） 19：00〜21：00
開催場所／
会津若松市門田町一ノ堰六地蔵尊
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『会津鉄道 一ノ堰六地蔵尊臨時駅開設！』
会津鉄道では、「一ノ堰盆踊りまつり」の開催
に伴い南若松〜門田間に臨時駅を設置いたしま
す。たった 2 日間限りの幻の駅をぜひご利用くだ
さい！
開設期間／平成 23 年 8 月 23 日（水）
・24 日（木）
駅名／一ノ堰六地蔵尊駅（いちのせきろくじぞう
そん）
位置／会津鉄道 南若松〜門田間
停車列車／15 本（上り 7 本、下り 8 本）
運賃／西若松駅から 260 円（小人 130 円）
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 TEL 0242‑28‑5885
[時刻表・運賃表の情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=843

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
『あの牛乳屋食堂のラーメンがお土産になりました！』
会津鉄道芦ノ牧温泉駅すぐの「牛乳
屋食堂」は、行列のできる食堂です。
その人気メニューが『元祖会津ラーメ
ン』として販売中です！
平打ちちぢれ麺と濃厚醤油スープ
のあの味がご家庭で調理できます。
会津のお土産にぜひおすすめで
す！

平成 23 年 8 月 10 日（水）より販売しております！
販売箇所／AIZU マウントエクスプレス列車内
会津若松 6：59 発→鬼怒川温泉 9：12 着の列車内
鬼怒川温泉 10：01 発→会津若松 11：59 着の列車内
（※土日のみ喜多方まで運行）
会津鉄道 会津田島駅売店「やまびこ」
会津鉄道 会津高原尾瀬口売店
価格／4 食入り 1 箱 1,100 円（税込）
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242‑28‑5886
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

3）会津鉄道からおすすめ情報
●スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線[会津若松編]
ベーグルカフェ cafe Ca'on BlueBird（カフェ カオン・ブルーバード）
【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】

スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線[会津若松編]
ベーグルカフェ cafe Ca'on BlueBird（カフェ カオン・ブルーバード）
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=773

●7/1(金)〜 コロプラキャンペーン期間延長のお知らせ
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=396
●4/2（土）〜中学生の皆さまにお得なきっぷ 好評発売中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422
●【会津鉄道＆レトロバス（猿游号）で行く大内宿 共通割引きっぷ】発売！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95
●リーズナブルにゆったりと「東武フリーパス」で会津を周遊。
[情報はこちら！] http://www.tobu.co.jp/riding/docs̲tobu/c01.html
●通学スタイルにあわせた通学片道定期券、新発売！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726
●週末は列車の旅でリフレッシュ！「ウィークエンドパス」
[情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/

●「首都圏から会津」「会津から首都圏」への便利なダイヤ
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=835
●らくらく♪スイスイ♪電動アシスト自転車レンタルをご利用下さい！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=769
●平成23年度駅からハイキング
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=602
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●9月3日（土）電動アシスト自転車＋My自転車で行く「猿楽台地そば畑と観音沼
サイクリング」
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=394
●2011 お座敷トロッコ展望列車運行中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13
●ちょっとお得！浅草宿泊パック
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=777
●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789
●東京スカイツリー情報！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536

●7/26（火）から受付開始！ 列車車窓・駅からのフォトコンテスト２０１１夏
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=816
●「会津鉄道ありがとう乗っ得ポイントキャンペーン」実施中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795
●AIZUマウントエクスプレス指定列車内でWi‑Fi利用サービスをしております。
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=170
●自転車といっしょに出かけませんか？「サイクルトレイン」実施中です！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=800
●列車でGO！運転体験ができる！ ハッピートレイン
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=840
●会津鉄道イベントカレンダー 8・9月号
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=504
●東武沿線見聞録TOBUMARCO（トウブマルコ） 2011 Vol.29 7・8月号
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/
●「新型車両運行記念切手」を限定発売中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=539
●会津鉄道サポーターズクラブ会員募集中！
[情報はこちら！] http://www.aitetsuclub.com/
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〜「ばす駅長デザイントロッコ車両」運行開始記念新商品のご案内〜

◎会津鉄道オリジナルグッズ「ばすのみせ」リニ
ューアルオープン！
[情報はこちら！]
http://www.aizutetsudo.jp/shop2/index.php
◎ネコ駅長「ばす」の日記
[情報はこちら！] http://aizutetsudo.sblo.jp/

◎ばす駅長プロモーションビデオ完成！！
[プロモーションビデオはこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30
◎ばす駅長ニュース！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=22

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいい湯★セレクション◎桜峠温泉［北塩原村］
【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】
喜多方市から裏磐梯方面へむかう国道 459 号沿
いに湧く桜峠温泉。豊かな自然に囲まれた入浴施
設の「ラビスパ裏磐梯」は、地下 1300m から汲み
上げた源泉を大浴場と日本庭園露天風呂でゆった
り楽しめます。
泉質はナトリウム塩化物泉。室内プールやバー
デ＆サウナも完備した、アウトドア派にぴったり
の夏休みレジャースポットです。
お問い合わせ先／ラビスパ裏磐梯 TEL0241‑33‑2200
[情報はこちら！] http://laviespa.com/index.html
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

5）大内宿からラブレター

from 浅沼真由美（分家
【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】

扇屋）

「種類豊富なお土産品をたくさん用意していますよ。
」
きのこや山菜などの山の幸を材料にした食品加
工品をたくさん揃えています。ご飯のおかずにぴっ
たりです。会津の味をお土産にいかがですか。
また子供たちに人気なのはご当地キャラクター
グッズなどの小物です。観光で遊びに来ても、子供
たちにとっては自分のお小遣いで買えるレアなキ
ーホルダーやストラップがお楽しみのようです。
ほかには南会津の陶芸工房作による「水ばん」も
おすすめの商品です。素朴な野の花や小さな花が映
える手づくりの花器です。
15〜16年前にお土産物屋を始めました。嬉しいことに今では娘といっしょにお客さ
まをお迎えしています。
あれこれ迷う「分家扇屋」へ是非お寄りください。大内宿入口より左側4軒目です。

・玉こんにゃく……１串 100円（しっかり味が付いています。その場でどうぞ）
・ラムネ……………１本 120円
・磐梯サイダー……１本 150円（どちらも川の水で冷えていますよ）
●定休日／年中無休
●営業時間／9：00〜17：00
●お問合せ／分家 扇屋 TEL/FAX（0241）68‑2947

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

6）ふるさとの味再発見！会津の郷土料理
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝えする、すてき
な季節のレシピをご紹介します。

●えご
［材

料］（小バット１枚分程度）
えご…100g
水…適宜

［作り方］
①えごはゴミをよく取り、水洗いして１〜２時間水に浸けておく。
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②鍋に水気を切ったえごと、ひたひたになるくらいの水を入れ、弱火でゆっくり
と煮詰める。
③バットに流し込みあら熱をとってから冷蔵庫で冷やす。
④固まったらバットからとり出し、一口大に切り盛りつける。
［ワンポイント］
「えご」は「えご草」「いご」とも呼ばれ、新潟県などで食されている食物繊維
が豊富な海藻です。山国の会津には、阿賀川や街道を通って運ばれた貴重な海産
物の一つ。タレは酢醤油や三杯酢、からしやわさび醤油などお好みで。ドレッシ
ング・生野菜とあわせてサラダ風にしても、夏の食卓にぴったりです。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

［編集後記］
子供達にとって８月は楽しい夏休み期間。会津地方では親子で参加できる自然
体験やさまざまなイベントが開催されます。歴史散策やおいしい味巡りなど、大
人の休日プランも盛りだくさんの会津へぜひお越し下さい！
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